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株主の皆様へ
第114期報告書 

2012.04.01~2013.03.31

豪州ラスプ鉱山の鉛鉱石

■事 業 年 度 	 4月1日～翌年3月31日

■基　準　日	 3月31日、その他必要により取締役会で決議した日

■配当金支払
　株主確定日	

3月31日及び中間配当を実施するときは9月30日

■定時株主総会	 毎年6月

■公告掲載新聞	 東京都において発行する日本経済新聞

■単元株式数	 1,000株

■株主名簿管理人	 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
特別口座の口座管理機関	 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（お問い合わせ先）	 東京都江東区東砂七丁目10番11号（〒137-8081）
	 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
	 フリーダイヤル0120-232-711

（ご注意）
１．株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている
口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせく
ださい。株主名簿管理人（三菱ＵＦＪ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。

２．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行が口座管理機関となって
おりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

３．未受領の配当金につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株式についてのご案内



　株主の皆様には、平素よりご高配を賜り厚く御礼
申しあげます。
　さて、当社グループの第114期（平成24年4月
1日から平成25年3月31日まで）についての事業
の概況並びに決算状況をここにご報告申しあげます。
　当連結会計年度におけるわが国経済は、外需に下
げ止まりの動きがみられ、内需も公共投資の増加が
寄与して底堅く推移しました。世界経済を巡る不確
実性は引き続き大きいものの、政府・日銀の金融緩
和政策に市場が反応して円高の是正や株価の回復が
進み、景気の先行きに明るい兆しも見えてきており
ます。
　当社グループを取り巻く事業環境につきましては、
為替相場が円安基調となり業況に追い風となってい
るものの、欧州債務危機の再燃を懸念する見方が広
まったためLME（ロンドン金属取引所）相場等の
金属価格は下落基調で期末を終えました。
　当社グループにおきましては、生産面では電力料
金がピークを迎える夏季に約2ヵ月間、料金値上げ
の影響を極力軽減するため亜鉛系2工場（安中製錬
所及び小名浜製錬所）の操業休止を実施しました。
一方、販売面では亜鉛・銀等の主力製品の販売量増

加のほか、昨年7月に開山した当社の100％子会
社CBH	Resources	Ltd.（豪州の鉱山会社、以下
「CBH社」という。）のラスプ鉱山から産出される
精鉱の販売も新たに加わったものの、金属価格の低
迷が続いたことにより、下表のとおり売上高は前期
比微減となりました。
　損益面では、円安の進展によりコア事業の製錬事
業部門が前期比増益となったものの、CBH社のラ
スプ鉱山の本格操業開始に伴う経費が先行したこと
などにより、営業利益は前期比大幅な減益となりま
した。経常利益は、CBH社に対する豪ドル建て貸
付金の円安に伴う為替評価益があったものの、前期
に比べ減益となりました。当期純利益は、可採鉱量
の減少や市況環境の変化を織り込みCBH社のエン
デバー鉱山の減損を実施した結果、多額の損失を計
上いたしました。
　当社は、業績、当社グループを取巻く経営環境、
将来の事業展開に備えた内部留保、安定配当の維持
等を総合的に勘案し配当等を行うことを基本方針と
しておりますが、前述のとおり当期業績は、前期に
比べ大幅な減益を余儀なくされ、また今後の経営環
境も厳しい状況が続くものと思われます。

　当期の期末配当はこれらの状況を勘案いたしまし
て、誠に申し訳なく存じますが、前期に比べ2円減
額し、1株につき5円とさせていただきました。何
卒ご了解を賜りますようよろしくお願い申しあげま
す。
　さて、今後の事業環境の見通しにつきましては、
当社グループの損益に大きな影響を及ぼす為替相場
は政府・日銀の金融緩和政策の継続により円安基調
が続くものと予想される一方、金属相場は欧州や中
国経済の持続的な成長への懸念から軟調に推移する
ものと予測する向きも少なくありません。従いまし
て、コア事業の製錬事業や収益への貢献期待が大き
い資源事業部門をはじめ当社グループ全般に亘って、
厳しい状況が続くものと予想されます。
　こうしたなか、当社グループは第9次中期3ヵ年
経営計画「東邦新生プランⅤ」（平成24年度～平成
26年度）に掲げた諸課題を着実に実行することで
経営基盤をさらに強固なものとし、今次中期経営計
画のスローガンに掲げた「新たな次元へ向けさらな
る飛躍を」果たすべく、持続的な成長・発展と企業
価値の最大化を図ってまいります。
　その主な経営課題は、以下のとおりであります。
ⅰ　資源事業は、引き続き事業の中核をなす
CBH社の経営効率化に鋭意取り組み、鉱山の
開発や操業等、資源ビジネスの川上分野におい
て実績を積み上げ、収益力の強化を図ってまい
ります。

ⅱ　製錬事業は、国際競争力をさらに高めるべく
生産設備などのハードの充実に加え、操業係数
の向上等の事業採算改善により、生産性、収益
力の強化を図ってまいります。

ⅲ　電子部材、環境・リサイクル事業等は、新規
事業の拡大及び新製品の開発に注力してまいり
ます。

ⅳ　次世代への技術・ノウハウの継承に鋭意取り
組み、現場力の維持・向上を積極的に進めてま
いります。

　当社グループは、こうした取り組みを鋭意遂行し
ていくなかで、経営の基本をなすコーポレート・ガ
バナンスの適正な運営に加え、経営の健全性を確保
すべくコンプライアンスのさらなる浸透と内部統制
システムの一層の整備・充実に努めてまいります。
　株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬ
ご理解とご支援を賜りますよう心からお願い申しあ
げます。

平成25年6月

（単位：百万円）

区　　　　分 第114期
平成25年3月期

第113期
平成24年3月期 増　　減 増減率（％）

売 上 高 103,654 105,914 △	 2,260 (△	 2)

営 業 利 益 534 2,802 △	 2,267 (△	 81)

経 常 利 益 2,636 2,875 △	 238 (△	 8)

当 期 純 利 益 △	 5,156 1,005 △	 6,161 (―) 代表取締役社長
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⃝製錬事業部門
　当事業部門は、震災の操業への影響は解消し、亜鉛製品
の販売も回復基調となったものの、金属価格の低迷により
売上高は710億18百万円と前期比51億18百万円（△
7％）の減収となりました。しかしながら、営業利益は年
度後半の急速な円安により、15億21百万円と前期比4億
62百万円（44％）の増益となりました。
　なお、昨年9月に契島製錬所の銀増産設備が完工し、年
間生産能力400トン（従前338トン）へと増強しており
ます。
　主な製品の概況は、以下のとおりであります。
《亜鉛》
　LME相場は、期初（24年4月平均）1,997ドル／トン
でスタートしましたが、じり安傾向となり、7月から9月
にかけて1,800ドル前後の展開が続きました。その後は
上昇に転じ、年明け2月には一時2,200ドルを目指す展開
となりましたが、同月後半から欧州債務危機の再燃を懸念
する見方が広まって急落し、期末（25年3月平均）には
1,936ドルまで下落した結果、期中平均は1,950ドルと
前期（2,101ドル）を下回りました。
　国内価格は、年度後半からの円安局面が寄与し、期中平
均で209千円と、前期（212千円）に近い水準まで回復
しました。
　国内販売につきましては、上半期は主用途の自動車用亜
鉛メッキ鋼板向けを中心に順調に推移しましたが、エコ
カー補助金の打ち切りや輸出減で自動車生産台数が落ち込
んだことにより、12月頃から亜鉛メッキ鋼板・伸銅・ダ

イカスト分野で販売量は大きく減少しました。家電・建材
用メッキ鋼板向けは低迷が続いておりますが、一般メッ
キ・鋼線メッキ向けは堅調に推移しました。
　この結果、販売量は震災前の水準までは届かないものの、
前期比7％の増加、売上高は前期比4％の増収となりました。
《鉛》
　LME相場は、期初（24年4月平均）2,063ドル／トン
でスタートしましたが、6月に急落し、一時1,800ドルを
割り込みました。しかしながら、9月以降は2,000ドルを
超え、年明け2,300ドルを挟んだ展開が続きましたが、
その後亜鉛同様急落し期末（25年3月平均）には2,183
ドルまで下落した結果、期中平均は2,114ドルと、前期
（2,274ドル）を下回りました。
　国内価格は、年度後半からの円安局面が寄与し、期中平
均で228千円と、前期（231千円）に近い水準まで回復
しました。
　国内販売につきましては、上半期は主用途のバッテリー
向けが堅調に推移しましたが、下半期は自動車生産台数の
減少により大きく落ち込みました。電線向けは海外案件減
少の影響が出たものの、はんだ向け等その他の分野は前期
比横ばいで推移しました。
　この結果、販売量は前期比4％の減少、売上高は前期比
6％の減収となりました。
《銀》
　ロンドン銀相場は、期初（24年4月平均）31.6ドル／
トロイオンスでスタートし、6月、7月には一時的に27ド
ルを割り込みましたが、9月以降は30ドル台前半で堅調

に推移しました。しかしながら、期末（25年3月平均）
には28.8ドルまで下落した結果、期中平均は30.5ドルと、
前期（35.4ドル）を大きく下回りました。
　国内価格は、年度後半からの円安局面があったものの、
期中平均で83,019円／キログラムと、前期（91,709円
／キログラム）を下回りました。
　国内販売につきましては、主用途のはんだ向けが前期の
震災の影響による需要減から回復したものの、写真感光材
やその他工業用需要の落ち込みが大きく、前期に比べ減少
しました。しかしながら、輸出の増加で国内販売の落ち込
みと前述の銀設備増強による生産増量分を補いました。
　この結果、販売量は3％増加しましたが、銀相場低迷の
影響により売上高は5％の減収となりました。
⃝資源事業部門
　CBH社を擁する当事業部門の売上高は、昨年7月からラ
スプ鉱山の本格操業が始まり、110億34百万円と前期比
48億95百万円（80％）の増収となりました。
　一方、LME相場が低迷したことや、ラスプ鉱山の換気
システム工事が遅れたため高品位部分の採掘が進まず経費
が先行したことなどから、CBH社の採算が悪化しました。
さらに、鉱業権・のれんの償却負担も加わり、営業利益は
33億75百万円の損失となりました。
⃝電子部材事業部門
　当事業部門は、国内外の需要が伸び悩んだ結果、売上高
は64億63百万円と前期比6億11百万円（△9％）の減収、
営業利益は7億73百万円と前期比91百万円（△11％）
の減益となりました。
《電子部品》
　車載電装向けは堅調に推移したものの、主力のOA機器・
産業機器向けが落ち込んだため、売上高は前期比9％の減
収となりました。
《電解鉄》
　世界のトップシェアを誇る電解鉄（商品名：マイロン・
アトミロン）につきましては、国内では車載向け販売が伸
びたものの、海外向けや研究分野での落ち込みが大きく、
前期比12％の減収となりました。
《プレーティング》
　IT・デジタル機器などの接点に使用されるプレーティン
グ製品（金、銀、錫、ニッケル等のメッキ材）につきまし
ては、デジタルカメラ向けが好調に推移したものの、携帯
電話向けが大きく落ち込み、前期比9％の減収となりまし

た。
《機器部品》
　粉末冶金製品は前期比やや減収となったものの、タイヤ
用バランスウエイトが海外向けに販売を伸ばした結果、前
期比4％の増収となりました。
⃝環境・リサイクル事業部門
　当事業部門は、震災の操業への影響は解消し、主力製品
の酸化亜鉛やその他のリサイクル事業とも順調に回復した
ため、売上高は43億41百万円と前期比13億51百万円
（45％）の増収、営業利益は6億50百万円と前期比3億
50百万円（117％）の増益となりました。
《酸化亜鉛》
　電炉ダストから製造する酸化亜鉛（商品名：銀嶺Ｒ）は、
輸入品増加のなかでタイヤメーカーへの販売量を確保する
ことができ、前期比46％の増収となりました。
《その他のリサイクル事業》
　廃硫酸や廃ニカド電池などその他のリサイクル事業は、
主要なユーザーが震災から復興したことにより、前期比
45％の増収となりました。
⃝その他事業部門
　当事業部門は、防音建材、土木・建築・プラントエンジ
ニアリング、商社、運輸及び環境分析部門で構成されてお
り、売上高は107億97百万円と前期比27億76百万円
（△20％）の減収、営業利益は11億9百万円と前期比3億
83百万円（△26％）の減益となりました。
《防音建材（ソフトカーム）事業》
　防音建材事業は、大型病院向けのＸ線遮蔽鉛板が順調に
推移したものの、震災後の職人不足や建築需要の低迷によ
り鉛防音建材や制振遮音材が伸び悩んだ結果、前期比5％
の減収となりました。
《土木・建築・プラントエンジニアリング事業》
　土木・建築・プラントエンジニアリング事業は、好調に
推移していた大型プラント案件が減少し、売上高は前期比
42％の減収となりました。

《運輸事業その他》
　運輸部門は運送貨物やリサイクル原料等の扱い量の減少
などにより、売上高は前期比7％の減収となりました。
　また、商社部門の売上高は前期比15％の減収、環境分
析部門の売上高も前期比6％の減収となりました。

●当期（平成24年度）事業部門別売上高構成比（連結） 製錬
（亜鉛製品、鉛製品、電気
銀、硫酸）
資源
（非鉄金属資源）
電子部材
（電子部品、電解鉄、プレー
ティング製品、機器部品）
環境・リサイクル
（酸化亜鉛、廃棄物処理）
その他
（防音建材、土木・建築・プ
ラントエンジニアリング、商
社、運輸、環境分析）0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計　1,036億54百万円

資源 10.7％環境・リサイクル 4.2％

製　錬
68.5％

電子部材
6.2％

その他
10.4％
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　亜鉛精鉱の中長期の需給見通しにつきましては、中国をはじめとするアジアがけん引する形で今後も順調な伸

びが予測されております。一方、多くの鉱山が鉱量枯渇のため閉山を迎えようとしているなか、新規の鉱山開発

も非常に少ないことから、全体の供給量は2015年前後をピークに大きく減少していくものと思われます。し

たがいまして、近い将来にはグラフのとおり大きな需給ギャップが発生する可能性があり、金属価格の上昇ひい

ては資源事業の収益向上が見込まれます。

　足元は金属価格が低迷しており厳しい事業環境にありますが、この来るべき資源事業からの収益を当社グルー

プの収益の柱とすべく、現在その基盤作りに取り組んでいます。	

　このような状況のなか、当社は重要な探鉱案件としてマリーブル探鉱プロジェクトを進めております。

　このプロジェクトはピールマイニング社という探鉱専門会社が保有している探査鉱区に対してファームイン

（探鉱権協定）を3段階で行うという枠組みになっており、2012年からスタートしました。	

　現在は第2ステージの探鉱作業まで終えており、そのデータの解析作業を行っておりますが、近々第3ステー

ジに進むかどうかを決めることになります。第3ステージへ進む選択をした場合は、更にボーリング調査を行い、

より深部の鉱床に関する情報を収集するとともに、開発のための重要な要素である鉱量に関する情報の精度を高

めていきます。第3ステージまで終えると、当社は累計8.3百万豪ドルを拠出することになりますが、その対価

として当鉱区の権益を50％保有します。その後、鉱床の評価を基に、技術的・経済的側面から鉱山としての開

発実現性を検討することになります。

　これまで銅を中心として有望な探鉱結果が出ており、将来の銅鉱山開発につながる可能性があります。当社と

しては資源事業からの収益拡大を目的としていますので、投資対象はこのマリーブル鉱区での銅をメインにした

探鉱プロジェクトのように、亜鉛や鉛に限定するものではありません。

　今後とも、資源事業を積極的に展開していくにあたり、豪州CBH社の機能やノウハウを最大限に活用して資

源ビジネスの川上分野での実績を積み上げ、収益力の強化を図ってまいります。

亜鉛精鉱の中長期需給見通しと資源事業 マリーブル探鉱プロジェクト

マリーブル鉱区の位置（Cobarから南へ約100km） ボーリング調査出典：Wood Mackenzie Zinc Market Service（March 2013）
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貸借対照表（連結）（平成25年3月31日現在） （単位：百万円）

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額
〔資産の部〕 〔負債の部〕
流動資産 61,384 流動負債 45,951
固定資産 84,429 固定負債 43,269
有形固定資産 54,322 負債合計 89,220
無形固定資産 23,767 〔純資産の部〕
投資その他の資産 6,339 株主資本 46,179

資本金 14,630
資本剰余金 9,876
利益剰余金 21,696
自己株式 △	 23

その他の包括利益累計額 10,413
その他有価証券評価差額金 781
繰延ヘッジ損益 482
土地再評価差額金 8,290
為替換算調整勘定 859

純資産合計 56,593
資産合計 145,814 負債・純資産合計 145,814

損益計算書（連結）（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　　　　　目 金　　　　額
売上高 103,654
売上原価 94,465
売上総利益 9,189

販売費及び一般管理費 8,654
営業利益 534

営業外収益 2,741
営業外費用 639
経常利益 2,636

特別利益	 86
特別損失 5,290
税金等調整前当期純損失 2,568

法人税、住民税及び事業税 2,741
法人税等調整額 △　　153
当期純損失 5,156

連結株主資本等変動計算書（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで） （単位：百万円）

株　主　資　本 その他の包括利益累計額
純 資 産
合 計資 本 金 資 本

剰 余 金
利 益
剰 余 金

自 己
株 式

株主資本
合 計

その他有
価証券評
価差額金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

土 地
再 評 価
差 額 金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 14,630 9,876 27,803 △ 23 52,287 680 △	 237 8,290 △	 139 8,594 60,882

当期変動額

剰余金の配当 △ 950 △ 950 △ 950

当期純損失 △5,156 △5,156 △5,156

自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0

自己株式の処分 △ 0 0 0 0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 100 719 998 1,818 1,818

当期変動額合計 ― △ 0 △6,107 △ 0 △6,107 100 719 ― 998 1,818 △4,288

当期末残高 14,630 9,876 21,696 △ 23 46,179 781 482 8,290 859 10,413 56,593

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　　　　　目 金　　　　　額

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,283

投資活動によるキャッシュ・フロー △	11,282	

財務活動によるキャッシュ・フロー △	 383

現金及び現金同等物に係る換算差額 251

現金及び現金同等物の増減額 △	 5,130	

現金及び現金同等物の期首残高 16,545

現金及び現金同等物の期末残高 11,414

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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●売上高の推移 ●経常利益の推移（百万円）
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●1株当たり純資産の推移 ●自己資本当期純利益率（ROE）の推移（円）
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●当期純利益の推移 ●1株当たり当期純利益の推移（百万円） （円）
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貸借対照表（個別）
（平成25年3月31日現在） （単位：百万円）

科　　　　目 金　　額
〔資産の部〕
流動資産 67,832
固定資産 73,910
有形固定資産 36,617
無形固定資産 80
投資その他の資産 37,212

資産合計 141,742
〔負債の部〕
流動負債 41,712
固定負債 39,018

負債合計 80,730
〔純資産の部〕
株主資本 51,517
資本金 14,630
資本剰余金 9,876
利益剰余金 27,033
自己株式 △	 23

評価・換算差額等 9,494
その他有価証券評価差額金 721
繰延ヘッジ損益 482
土地再評価差額金 8,290

純資産合計 61,011
負債・純資産合計 141,742

損益計算書（個別）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　　　目 金　　額

売上高 92,697

売上原価 84,409

売上総利益 8,287

販売費及び一般管理費 4,768

営業利益 3,518

営業外収益 3,494

営業外費用 604

経常利益 6,408

特別損失 436

税引前当期純利益 5,972

法人税、住民税及び事業税 2,381

法人税等調整額 △　　185

当期純利益 3,776

株主資本等変動計算書（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで） （単位：百万円）
株　主　資　本 評価・換算差額等

純資産
合 計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

その他
有価証
券評価
差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

土 地
再評価
差額金

評価・
換 算
差額等
合 計

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

その他利益剰余金
利 益
剰余金
合 計

固定資産
圧 縮
積 立 金

繰 越
利 益
剰余金

当期首残高 14,630 6,950 2,926 9,876 27 24,179 24,207 △ 23 48,691 637 △	 237 8,290 8,690 57,382
当期変動額
剰余金の配当 △ 950 △ 950 △ 950 △ 950
固定資産圧縮積立金の取崩 △ 2 2 ― ― ―
当期純利益 3,776 3,776 3,776 3,776
自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 0 △ 0 0 0 0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 83 719 803 803

当期変動額合計 ― ― △ 0 △ 0 △ 2 2,828 2,825 △ 0 2,825 83 719 ― 803 3,629
当期末残高 14,630 6,950 2,926 9,876 25 27,008 27,033 △ 23 51,517 721 482 8,290 9,494 61,011

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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■発行可能株式総数…………………264,000,000株
■発行済株式の総数…………………135,855,217株
■株　　主　　数…………………13,116名
■大　　株　　主

株　　　　　主　　　　　名 持株数（株） 持株比率（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 15,973,000 11.76
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 8,173,000 6.02
三菱UFJ信託銀行株式会社 5,350,000 3.94
三菱商事株式会社 4,000,750 2.95
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口9） 3,587,000 2.64
資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口） 3,437,000 2.53
バンク	オブ	ニユーヨーク	ジーシーエム	クライアント	アカウント	ジエイピー	アールデイ	アイエスジー	エフイー-エイシー 2,521,538 1.86
BNPパリバ証券株式会社 2,368,000 1.74
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 2,354,000 1.73
三井住友信託銀行株式会社 2,174,000 1.60

合　計
135,855,217株

金融機関
56,084,875株
41.3％

その他国内法人
13,729,855株
10.1％

外国法人等
21,303,782株

15.7％

個人その他
34,846,871株

25.6％
金融商品取引業者
9,889,834株
7.3％
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⃝株式所有者別分布状況

⃝株価及び売買高の推移（東京証券取引所）

（注）持株比率は自己株式を控除して算出しております。

株式の状況（平成25年3月31日現在）

●売上高の推移 ●経常利益の推移（百万円）
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●当期純利益の推移 ●1株当たり当期純利益の推移（百万円）
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■本　　社 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
電話（03）3272-5611（代表）

■設　　立 昭和12年3月5日

■資 本 金 14,630,708,899円（平成25年3月31日現在）

■従業員数 単体：658名、連結：1,196名（平成25年3月31日現在）

■事業内容 製錬事業、資源事業、電子部材事業、環境・リサイクル事業、防音建材事業

■主要製品
製錬事業部門
亜鉛、亜鉛合金、鉛、鉛合金、銀、カドミウム、
ビスマス、新ハイアンチ合金、硫酸、
酸化カドミウム

環境・リサイクル事業部門
酸化亜鉛、硫酸銅、廃棄物リサイクル、
リサイクル関連機器

防音建材（ソフトカーム）事業部門
鉛防音建材、制振遮音材、防音ドア、
音響測定、X線防護材、X線防護扉

資源事業部門
亜鉛鉱石、鉛鉱石

電子部材事業部門
タクロンコイル（SK・HK・FK・SMD）、
トランス、電解鉄（マイロン・アトミロン）、プレー
ティング製品、粉末冶金製品、バランスウエイト

■事 業 所 安中製錬所（群馬県）、契島製錬所（広島県）、小名浜製錬所（福島県）、藤岡事業所（群馬県）

■支　　店 大阪支店、名古屋支店

■重要な子会社の状況

会　　社　　名 資本金 当社の議決権比率（％） 主要な事業内容

㈱ティーディーイー 100百万円 100 土木・建築・プラントエンジニアリング業
東邦トレード㈱ 100百万円 100 非鉄金属製品等の販売業
安中運輸㈱ 20百万円 100 運輸業
契島運輸㈱ 30百万円 100 運輸業
東邦キャリア㈱ 10百万円 100 運輸業
㈱中国環境分析センター 10百万円 100 環境分析業
CBH	Resources	Ltd. 182百万豪ドル 100 鉱山業

■取締役及び監査役（平成25年6月27日現在）

代表取締役社長	 手　島　達　也

取締役兼常務執行役員	 鈴　木　茂　実　　総務本部長

取締役兼常務執行役員	 服　部　富士雄　　亜鉛・鉛事業本部長兼資材統括部長兼資源事業部担当

取締役兼執行役員	 野　口　　　純　　総務本部副本部長兼総務部長

取締役兼執行役員	 今　井　　　力　　契島製錬所長

取　締　役	 髙　木　俊　輔　　（社外取締役）

常勤監査役	 相　原　　　誠　　（社外監査役）

監　査　役	 多　田　　　稔　　（社外監査役）

監　査　役	 緒　方　盛　仁

■執行役員（平成25年6月27日現在）

常務執行役員	 沼　崎　孝　則　　安中製錬所長兼機器部品事業部長

執	行	役	員	 秋　山　武　郎　　安中製錬所副所長

執	行	役	員	 丹　　　良　文　　電子部品事業本部長兼電解鉄事業部長兼藤岡事業所長

執	行	役	員	 乙　葉　敏　夫　　管理本部長兼財務部長

執	行	役	員	 丸　崎　公　康　　亜鉛・鉛事業本部副本部長兼営業部長

執	行	役	員	 山　岸　正　明　　管理本部副本部長兼経営企画部長兼システム統括部長兼経理部長

執	行	役	員	 田　島　義　巳　　小名浜製錬所長兼環境・リサイクル事業部長

執	行	役	員	 嶋　村　登志雄　　資源事業部長
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